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2 柏の葉国際キャンパスタウン構想

構想の全体像
■背景と目的
　人口減少や少子高齢化等の社会的課題への対応、ライフス
タイルの多様化への対応など、新たな都市像の確立が求めら
れている。鉄道沿線で大規模開発が進行する柏の葉地域は、
我が国有数の大学や公的研究機関が立地しており、世界水準
の先端モデル都市形成に向け、高いポテンシャルを持ってい
る。本構想は、行政、大学、民間企業、市民・NPO 等が連携・
協働し、柏の葉のポテンシャルを最大限に生かした先端的で
自立した都市づくりを実践するための構想として、2008 年 3
月に策定された。
　その後、2011 年には課題解決モデルとしての「環境共生
都市」「健康未来都市」「新産業創造都市」の 3 つのコンセプ
トを改めて示し、プロジェクトの一層の推進を図っており、
2014 年 3 月にはこうした状況を踏まえて、構想の内容充実化
を行った。

■対象区域
　本構想の対象区域は、主としてつくばエクスプレス沿線の
土地区画整理事業区域を含む 13 ｋ㎡（区域 1）の区域である。
ただし、緑地ネットワークの形成や周辺地域との交通アクセ
ス等については、柏駅や利根運河、流山市も含めた 43 ｋ㎡（区
域 2）も視野に入れた内容とする。

■構想の理念　
公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市

　“ 大学とまちの融和 ”、すなわち、まち全体が大学のキャン
パスのように緑豊かで質の高い空間となり、また、知的交流
の場となることが、本構想の目指す都市の姿である。
　その実現のために、地域社会に必要な公的サービスを担う

「公」、地域の活力と魅力の向上を担う「民」、そして専門知識
や技術を基に先進的な活動を担う「学」の各主体が、従来の
枠組みを超えて連携し、「公・民・学の連携」による知的交流
の中から、新たな知と産業、文化を創造する「国際学術研究
都市」となり、これを通じて、優れた自然環境と共生し、健
康で高質の居住・就業環境が実現される、持続性・自律性の
高い「次世代環境都市」となることを本構想の理念とし、８
つの目標を掲げる。　

■フォローアップの調査の位置づけと経過
　本構想は、千葉県、柏市、東京大学、千葉大学の共同調査
で作成したものであり、新たな地域ビジョンに基づく新しい
政策テーマを先取りしていることから、現在の法制度や政策
を超えた提案も含まれている。そのため、「公・民・学」が共
同で設立・運営する柏の葉アーバンデザインセンター [UDCK]
を事務局として、継続的にフォローアップのための委員会並
びにテーマ別の部会を設置し、各団体の協力・連携のもと、
実現に向けた更なる検討や関係機関との調整を行い、制度の
改善や上位計画へのフィードバックを行いながら、本構想を
推進することとしている。
　柏の葉エリアをモデルに先行的・実験的施策を実施し、そ
の成果・知見を柏市や千葉県全域、全国、全世界に展開して
いく。

構想の対象範囲

公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市

８つの目標

目標１ 環境と共生する田園都市づくり 豊かな自然と都市のみどりにふれあいなが
ら、環境にやさしい暮らしを楽しめるまち

目標２ 創造的な産業空間の醸成 創造的な交流にあふれ、職住が一体となっ
た自立したまち

目標３ 国際的な学術・教育・文化空間の
形成

一生「学び」を楽しむことのできる、知的
好奇心を刺激するまち

目標４ サスティナブルな移動交通システ
ム

環境負荷が少なく、自由で楽しい移動交通
が、暮らしの質を高め活力を育むまち

目標５ 健康を育む柏の葉スタイルの創出 若者から高齢者まで地域の中で一生健康で
暮らすことのできるまち

目標６ 公・民・学連携によるエリアマネ
ジメントの実施

支えあいによって地域の暮らしと活力を持
続・向上させる自律的なまち

目標７ 質の高い都市空間のデザイン 大学キャンパスのように豊かな緑のなかに
賑わいが映える快適なまち

目標８ イノベーション・フィールド都市 常に最先端の取り組みにふれあいながら、
変化しつづけるまち
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2018年度の主なトピック
１．高架下かけだし横丁オープン
TX 高架下で整備が進められて来た屋台モチーフの小型飲食店街「か
けだし横丁」（全 19 区画）が竣工。2018 年 7 月に開業したランニ
ングステーションを皮切りに秋以降出店が続き、2019 年 3 月末時
点で 16 店舗が営業を行っている。健康に配慮したロカボ（低糖質）
メニューの開発、海外客に対応する英語メニューの導入など、柏の
葉らしい屋台のあり方に向けた取り組みも実施。マスコミなどでも
取り上げられ、新たな柏の葉のスポットとなっている。

2018 年度の主な受賞
・柏の葉アクアテラス　IFLA（国際ランドスケープアーキテクト連盟）AAPME Awards　Outstanding Award（最高位）
・柏の葉アクアテラス　土木学会デザイン賞　優秀賞
・柏の葉アクアテラス　グッドデザイン賞

▲セナリオハウスパーク柏たなか　こども収穫体験（2018/10/28）

▲柏の葉アクアテラス　夏まつり (2018/7/21)

▲ＩｏＴビジネス共創ラボ設立発表会（2018/6/21）

▲柏の葉かけだし横丁

２．ＩｏＴ関連のビジネス・実証環境の充実化
柏の葉における IoT ビジネスのコミュニティとして、「柏の葉 IoT
ビジネス共創ラボ」を 2018 年 6 月に設立。2019 年 2 月には、柏
市・ＵＤＣＫ・三井不動産が中心となって新産業創造に向けたエリ
ア全体での実証実験受け入れのプラットフォーム「イノベーション
フィールド柏の葉」を立ち上げた。3 月には「人間拡張」をテーマ
とする産業技術総合研究所柏センターが本格始動し、実証実験の連
携も本格化している。AI・IoT 分野におけるテストフィールドとし
て柏の葉への注目も高まっている。

３． タウンマネジメント法人設立
いままで一般社団法人柏の葉アーバンデザインセンターが担って
きた公共空間運営に係る業務を切り分け、より持続的な体制へ移
行するために、高質化された公共空間（柏の葉キャンパス駅西口
並びに柏の葉アクアテラス）の管理・運営を担う新たな法人「一
般社団法人ＵＤＣＫタウンマネジメント」を 2019 年 1 月に設立し
た。代表理事 を三井不動産部長が務める。2019 年 3 月には柏市よ
り都市再生推進法人指定を受けた。

４．柏たなか駅前公園オープンと拠点施設移設
柏たなか駅前の新たな顔となる近隣公園「セナリオハウスパーク柏
たなか」が 2018 年 4 月にオープン。柏たなかエリアのまちづくり
拠点である「環境コンビニステーション」は TX 高架下から当公園
内に移設され、運営を開始している。柏たなかエリアは住宅建設が
進み、人口も大きく増加しつつある。夕涼み会や収穫祭など公園で
のイベントには、子育て世代を中心に多く住民が集まった。
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目標別活動報告
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環境と共生する田園都市づくり

CO2 見える化システムのマンションへの標準装備や省エネポイン
ト導入など、生活レベルでの省エネ促進プロジェクトは、分譲住宅
エリアでは昨年度をもって終了しており、本年度は駅前の賃貸住宅
群において継続している。2014 年より稼働している駅周辺街区に
おけるエリアエネルギーマネジメント（AEMS）は、継続運用して
いる。
柏の葉キャンパス駅前地区から北側のイノベーション・キャンパス
地区一帯では、2016 年度にまちづくり計画が LEED-ND のプラチナ
認証を取得し、昨年度「環境配慮方針」をまとめている。今年度、
当区域内における建築計画が複数進められたことから、環境配慮に
係る協議を行い、その具現化を図った。
生態環境に関しては、こんぶくろ池公園において自然観察体験など
を継続。アクアテラスでは、VIVITA が主導して通年での生態系調
査が実施された。
柏市域内において再生可能エネルギーの積極活用を進める仕組みと
して、地域新電力事業の可能性について、新たに検討が始められた。

1. 駅前ゲートスクエアにおける AEMS の運用
ゲートスクエアとららぽーと本館における電力融通については、
実績が 7 ～ 8 月で計 11 回となった。太陽光や蓄電池の活用によ
り、今夏、ゲートスクエアにおいて 14.1％、ららぽーとにおいて
20.8％のピークカットに成功している。
2017 年度の CO2 の排出量は全体で 3,152t（基準値に対する削減量
は 5,532t-CO2）であり、CO2 削減率としては 2018 年度は 17 年度
から若干減ったものの 42.9％となっている。17 年度同様に、賃貸
住宅は排出量が基準値を上回っているものの、オフィス・商業・ホ
テルで大きく削減効果をあげており、全体としては計画値である
40％削減を上回っている。

2. 地域新電力事業の検討
地域内外の発電所からグリーン電力を調達し、公共施設や民間施設
に供給する「地域新電力事業」について、市及び関係機関において、
事業化の可能性を検討している。公共施設においては、既に一部の
施設は PPS（特定規模電気事業者）から電力を購入しているが、さ
らなるグリーン電力の利用促進に取り組むとともに、太陽光発電等
の地産電源の普及や災害時の安定した電力供給の取組も一体的に行
う事業スキームとして、全国的に普及しつつある官民連携の「自治
体新電力」についても検討している。
また、従来までの「低炭素化」の取組を進化させ、「脱炭素化」の
まちづくりを目指すことで、環境志向の高いグローバル企業等の誘
致促進も想定しながら、総合的な視点から検討を進めている。

▲ゲートスクエアにおける CO2 削減の実績値と削減率の推移
（※ 1 基準値は平成 17 年度東京都調査用途別原単位からの算出値） ▲ 141 街区オフィスの外壁仕様・意匠の検討案

▲地域新電力事業のイメージ

1目標

49.8%
削減

43.8%
削減

44.3%
削減

▲街区間電力融通のイメージ

45.2%
削減

42.9%
削減

3. 建築物の環境配慮に係る協議
イノベーション・キャンパス地区内 141 街区において計画されて
いるオフィスの設計に際し、環境共生部会を開催し「環境配慮方針」
に基づく協議を行った。（7/18、12/14、3/13）
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4. クールツリーの設置
環境に係る新たな実証実験として、屋外パブリック空間における
クールスポット創出のための実証実験施設「クールツリー」を
2018 年 7 月にかしわのははらっぱに設置し、7 月 20 日（金）から
の夏祭りに合わせてお披露目を行った。「クールツリー」は、真夏
の屋外を快適に過ごせる街づくりに貢献することを目的として、株
式会社日建設計が中心となり、銘建工業株式会社、株式会社光栄、
株式会社村田製作所の 4 社で開発されたものである。市街地で森
林浴の再現を試みる 3 つの涼しさ（①直射日光を遮るヒノキの格
子日除け、②ペルチェ効果を利用した、座るとひんやりするベン
チ、③人が近付くとセンサーが感知し作動する涼感ミスト）が特徴。
2019 年夏以降の本格展開を前に柏の葉に設置し、運用面における
数値データの収集・分析とあわせ、ユーザーの生の声を取り入れる
ことを狙いとしている。設置に先立ち、7 月 2 日（月）に開催した
Ｋサロンは、クールツリーをテーマに開催。年間を通してどのよう
な使い方ができそうか、どうすれば使ってもらえそうかといったア
イデアや提案を出し合った。2019 年 9 月まで設置予定である。

▲こんぶくろ池公園トンボ池でのロボットボードでのスイレン除去

▲クールツリー

今後の課題と展望
重点エリアであるイノベーション・キャンパス地区における開発
がいよいよ本格化している。LEED-ND の認証を受けた計画の具
現化に向け、個々の機会を捉えながら実効性のある協議を行い、
環境配慮型の建築を増やしていくこと、その中でも発信力を持つ
ようなモデル的プロジェクトを実現していくことが重要である。
面的対策としては、駅前で取り組んできているエリアエネルギー
マネジメントや賃貸住宅に導入している HEMS の効果検証や、
取得データの活用可能性の検討を行いながら、次の展開や継続に
向けた有効な面的対策のあり方の議論を本格化する必要がある。
省エネ・省 CO2 型ライフスタイルの定着や周辺エリアへの展開、
さらにはより広い意味での持続可能な暮らし方に係る市民レベル
での活動のすそ野の拡大に向けて、今までの取り組みの実績や課
題を改めて分析・整理し、方針を見定めていく必要がある。こん
ぶくろ池やアクアテラスで始まっている参加型の生態系保全活
動、地域電力会社を通じた再生可能エネルギーの利用普及は、そ
のきっかけにもなりうる。

次年度以降の重点課題
▶イノベーション・キャンパス地区等における環境共生型開発の

具体化
▶省エネ・省 CO2 型ライフスタイルの推進や定着に向けた次な

るアプローチの検討と実践

5. 生態系の調査や観察会
■アクアテラスの生物調査（VIVITA）
二号調整池（アクアテラス）では、昆虫類、魚類、鳥類など様々な
生物がみられるようになっている。2017 年度問題となったアオミ
ドロの発生は、今年度は収まったが、引き続き専門家であるココ
ペリプラス寺田浩之氏に協力を仰ぎ、生態系の調査が行われてい
る。調査は、隣接する T-SITE で子ども向けのスクールを運営する

▲アクアテラスでの水生生物調査の様子

VIVITA が主導した子どもたち向けのプログラム「VIVITA アクアテ
ラスラボ」として、2018 年 10 月より、季節ごとに生き物の調査
が行われている。今年度は 10 月 21 日（日）、2019 年 1 月 20 日（日）
に実施し、次年度 4 月 21 日（日）、7 月 7 日（日）と開催予定である。
2019 年 3 月 10 日（日）にはスジエビに特化した調査も実施された。
■こんぶくろ池公園
T-SITE との連携によって、8 月 4 日（土）にカブトムシ観察会が行
われたほか、秋にも 10 月 21 日（日）に、スタンプラリー、キノ
コの観察会、ミニコンサートが、NPO 法人こんぶくろ池自然の森
の主催で開催され、多くの人々が訪れた。
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柏の葉における新産業創造の拠点である KOIL では、KOIL に本拠点
を置くベンチャー企業の支援組織 TEP（TX アントレプレナーパー
トナーズ）によるベンチャー企業へのハンズオン支援やエリア連携
が活発化してきており、ベンチャー企業向けやイノベーション創造
の取り組みが増えている。
2019 年上期の東京大学柏Ⅱキャンパスにおける産総研拠点や東大
の産学官連携施設の本格稼働を控え、また、国立がん研究センター
東病院との連携もより強めながら、AI・IoT 分野とライフサイエンス・
メディカル分野を軸に、まちをあげた産業創造や企業・研究機関誘
致に向けた取り組みが活発化している。企業や研究機関の誘致に向
け、柏の葉を実証実験フィールド化するうえで、受け入れ側の体制

（実証実験プラットフォーム）として、2018 年 9 月 26 日（水）に
新産業創造部会（座長：出口敦東京大学教授）を設置。上述の二分
野に絞り、実証フィールドの提供、関係者コーディネーション、プ
ロジェクト推進を担うと共に、様々なデータの収集・管理・提供並
びに関係する動きの連携を図る。

1. ベンチャー支援・エコシステム構築
KOIL では、31VENTURES インキュベーションマネージャー（IM）
による日常的なメンタリングやビジネス支援パートナー（TEP を含
む各種専門家）への紹介・相談受付のほか、気軽に専門知識や支援
情報を習得し、専門家や支援機関と知り合える場として「ランチセ
ミナー」が毎月１回継続開催されている。
TEP は主に技術系ベンチャー企業に対して、メンタリングや専門支
援、「プレゼン会」など支援者とのマッチングの機会を提供している。
毎年開催の「ビジネスプラン作成セミナー」は本年も KOIL にて全
4 日間（11/11、11/12、11/25、12/9）をかけて開催された。

2. 国際的魅力の発現
■アジア・アントレプレナーシップ・アワード（AEA)2018
日程：2018 年 10 月 31 日（水）-11 月 2 日（金）
開催地： KOIL、KCC（柏の葉）
7 回目の開催となる今年は、AI・IoT またはライフサイエンス・メディ
カルの技術系ベンチャーを対象とし、アジアを中心とした先鋭ベン
チャー企業 20 社が柏の葉に集結した。優勝は、スマートカートの
企画開発をする IMAGR LTD（ニュージーランド）で、東大発の日
本のベンチャー、ヒラソル・エナジー㈱が第三位に入り、同時に柏
の葉賞も受賞した。同社は、太陽光発電の発電力を IoT で管理し、
効率的な管理を実現するもので、柏の葉での実装に向けた準備も進
んでいる。

▲柏の葉ＩｏＴハッカソン表彰式の様子
▲ AEA2018 の様子（2018/11/2）

▲ TEP ランチセミナー

創造的な産業空間の醸成2目標

この他にも TEP を通じて、産業技術総合研究所、筑波大学、JAXA
など、TX 沿線の技術シーズの事業化支援や、柏市、経済産業省関
東経済産業局、中小機構との連携によるビジョン検討・連携事業が
益々増加しており、TX 沿線エリア一帯の新産業創造が加速してき
ている。

■グローバルパートナープログラム
TEP と 31VENTURES の連携により、グローバルに活躍する技術系
ベンチャー企業のプラットフォーム構築を目指し、各国 19 都市の
ベンチャーコミュニティと連携することで、世界のベンチャー企業
の相互支援を実現している。日本でのビジネス展開を希望する海外
企業は、KOIL のコワーキングスペース、TEP によるメンタリング
を 1 か月無料で利用できる。

3. ビジョン共有および地域・広域連携による新産業創造促進
■新産業創造部会／柏の葉新産業創造ビジョン
柏市、UDCK、三井不動産をコアメンバーとし、国立がん研究セン
ター東病院、東大柏ベンチャープラザ、東葛テクノプラザ、柏商工
会議所、TEP、千葉県を参画メンバーとした「新産業創造部会」が
設置された。9 月と 3 月に部会を開催し、「柏の葉新産業創造ビジョ
ン」の共有のほか、方針・施策や個別プロジェクトの進捗共有を行っ
た。柏の葉新産業創造ビジョンの内容は、柏市が策定に向け検討中
の「柏市産業振興戦略ビジョン」の内容とも連携を図っている。
■東葛工業人交流会
地域の 8 つの商工会議所・商工会や東大柏ベンチャープラザ、東
葛テクノプラザ、産総研、TEP 等が参画する東葛工業人交流会（幹
事団体：柏商工会議所）では、新たにホームページを開設したほか、
6 月 4 日（月）に「ものづくり企業とベンチャー企業のためのマネ
ジメント・サロン」（東京理科大協力イベント）や、9 月 3 日（月）
に「東葛工業人交流会」を開催した。
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今後の課題と展望
国立がん研究センター東病院を核にしたライフサイエンス・メ
ディカル分野での連携に加え、2019 年春にいよいよ本格稼働す
る産総研柏センターを中核にした、AI・IoT 分野での連携が加速
している。また、TX 沿線でのエリア連携も活発化しており、柏
の葉を拠点とした産業創造環境が整いつつある。IoT ビジネス共
創ラボやイノベーションフィールド柏の葉のプラットフォームを
活かし、企業誘致・産業創造につながる実証実験の呼び込みが次
年度の大きなテーマとなる。
イノベーション・キャンパス地区に加えて、こんぶくろ池自然博
物公園周辺地区の大街区の立地環境も整った。この立地の優位性
を PR しながら、公共、企業、大学が強力にタッグを組み、企業
誘致活動を進めていくことが次年度以降も大きなテーマとなる。

次年度以降の重点課題
▶ AI・IoT 分野 / ライフサイエンス・メディカル分野での実証実

験の支援と関連企業の呼び込み
▶個別の企業誘致活動の展開

4. ＡＩ・ＩｏＴ分野の事業促進・環境充実化
産総研柏センター（グローバル AI 拠点）を中核とする AI･IoT 分野
の研究促進や企業集積を目指した動きが、多方面で活発化している。
■柏の葉 IoT ビジネス共創ラボ
2018 年 6 月 5 日（火）、柏の葉における IoT ビジネスのコミュニティ
として「柏の葉 IoT ビジネス共創ラボ」を発足し報道発表を行った。
6 月 21 日（木）の第 1 回勉強会・設立イベントには 102 名が参加
し、複数メディアにも掲載。その後、第 2 回（8/27）「AI/IoT 超入
門編」、第 3 回（12/11）「IoT 実証実験 in 柏の葉」の勉強会を開催
し、各回 100 名程度が参画した。メディア掲載効果として、柏魚
市場とのプロジェクトもスタートしており、環境、ヘルスケア、物
流の 3 つの WG に分かれて、IoT の実証に係るプロジェクトが始動
している。
■経産省関東局 AI 新産業ネットワーク
地域経済活性化の視点から、経産省関東局が主催して「AI 新産業
ネットワーク」の構築が推進されている。イノベーションの社会実
装と新ビジネスの創出を両輪で検討できる高度なネットワークを目
指し、大手企業をターゲットに実証プロジェクトを募集している。
2019 年 3 月 12 日（火）には KCC にて「AI・IoT ビジネスセミナー
　－地域から始まる人工知能（AI）× IoT を活用したビジネス－」、
3 月 25 日（月）には KOIL にて「AI/IoT でささえる、かがやく子ど
もの未来」フューチャーセッションを開催した。

5. ライフサイエンス・メディカル分野の
事業促進・環境充実化

■メディカルデバイス・イノベーション in 柏の葉
国立がん研究センター東病院を核とした医療機器イノベーションの
エコシステム構築を目指し、主催に、国立がん研究センター東病院、
中小企業基盤整備機構関東本部、TEP の 3 者、後援に、厚生労働省、
経済産業省、千葉県、柏市、千葉県産業振興センターの 5 者を加えて、

「メディカルデバイス・イノベーション in 柏の葉」を開催した。6
月 29 日（金）に KOIL にて第１回、12 月 4 日（火）に KCC にて第
２回が開催された。

6. 企業誘致活動
昨年度の中核地区戦略部会での協議も踏まえ、こんぶくろ池公園近
隣地区の用途地域・地区計画の変更手続きがなされ、403 街区の入
札が実施された。
これらの土地も含めた企業誘致については、千葉県、柏市、三井不
動産等が連携して引き続き取り組みを進めている。2018 年 7 月 17
日（火）に開催された「千葉県企業誘致セミナー 2018 in 東京」では、
出口敦東京大学教授が登壇し、「公・民・学連携でデザインする都市・
柏の葉」として講演を行った

▲関東局　AI・IoT ビジネスセミナー（2019/3/12）

▲第 2 回メディカルデバイス・イノベーション in 柏の葉（2018/12/4）
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目標別活動報告

外国人が暮らしやすい生活形成に向けて「地域国際化部会」におい
て策定した「地域環境国際化戦略」に基づき取り組みを進めている。
こどもを対象とした教育プログラムは、ピノキオプロジェクトや未
来こどもがっこうに加え、柏の葉 T-SITE におけるプログラムなど
多様化している。今年度からは、さわやかちば県民プラザ主催の「ヤ
ングパワームーブメント」もまちづくりと連携したプログラムとし
て実施されることになり、UDCK も協力した。
都市・建築分野の専門的な演習プログラムとしては、都市環境デザ
インスタジオに加えて、昨年に引き続き UCLA と東大による X-LAB
サマー・プログラムが開催。
街まるごとオープンキャンパスでは、さらにプログラムが拡大。各
イベントにおいて多くの集客があった。
ラグビー W 杯 2019 におけるニュージーランド代表（オールブラッ
クス）の事前キャンプが柏市で開催されることが決定し、1 年後に
迫るイベントに向けて、様々なキャンペーンが開始された。

1. 地域環境国際化戦略とアクションプロジェクト
「柏の葉キャンパス地域環境国際化戦略」に基づく取組みのフォロー

アップを進めた。
■情報提供・案内サイン
駅前案内マップの見直し、バス停における案内の英語対応等が各施
設管理者によって実施され、英語での情報案内が強化された。
また、改定された「柏市暮らしの便利帳」英語版も完成した。
■小学校
外国人子弟の多い十余二小学校を対象に、現実的な対応を協議。麗
澤大学学生によるサポートを試行したほか、東京大学新領域の留学
生による交流プログラムとして、国際教育の授業の一環で出身国の
文化紹介を実施した（1 月に 3 回）。
■文化交流
市民有志グループ（ICPK）による国際交流イベントとして、6 月
16 日（土）に “ 柏の葉ゲームラリー ”、12 月 9 日（日）に、“ カレーパー
ティ ” が開催された。2019 年 3 月 21 日（祝）には、第二回となる「わ
くわくコンサート」をカンファレンスセンターにて開催。プロフルー
ト奏者による演奏のほか、東大音楽部管弦楽団も出演した。

2. こどもを対象とした学びのプログラム
■未来こどもがっこう
東京大学、千葉大学、産総研やフラー株式会社など、地域の研究機
関や企業と連携したプログラムを実施した。小学校連携プロジェク
トでは、柏の葉小学校の子供たちが、ラグビー W 杯の事前キャン
プに向けてニュージーランド代表を応援し、おもてなしの心を伝え
るプログラムを開始した。

■ピノキオプロジェクト
12 回目となる「ピノキオプロジェクト」が 11 月 3 日（祝）に開催
された。今回は高校生や大学生になったピノキオ卒業生たちを中心
とするチームをつくり、プログラムの企画・運営を行った。初めて
電子決済を使った事前申し込み制度を実施し、当日の列は、昨年度
までと比較して大幅に減少した。次年度は新たに子どもたちが子ど
もたち目線でまちのために役に立つことやサービスを考え、実行す
るプロジェクト「Klab」が立ち上がる予定である。

▲未来こどもがっこう　様々なプログラムの様子

▲ピノキオプロジェクト 2018（2018/11/3）

 3. 地域まちづくり学習
■まちづくりスクール
柏市まちづくり公社が主催し、これからのまちづくりの担い手を育
てることを目的とした市民講座である。今年度は、前期コース「ま
ちなかにおける「シェア」の可能性 ～公と私を超えてできること
～」、後期コース「都市経営時代のまちづくりと暮らし方～全国各
地の事例からその一端を探る～」をテーマに開催した。

▼まちづくりスクール 2018 前期コースの概要
まちなかにおける「シェア」の可能性　～公と私を超えてできること～
8/11 シェアリングシティとまちづくり

　- 積田有平 氏　シェアリングエコノミー協会
　- 出口敦 氏　UDCK センター長、東京大学教授

8/25 EDIBLE WAY　食べられる道プロジェクト
　- 江口亜維子 氏　千葉大学博士後期課程

9/1 まち保育　まちで育てればまちが育つ
　- 三輪律江 氏　横浜市立大学准教授

9/9 建築を、ひらく　beyond architecture
　- 西田司 氏　設計事務所オンデザイン代表

▼まちづくりスクール 2018 後期コースの概要
都市経営時代のまちづくりと暮らし方　～全国各地の事例からその一端を探る～
2/17 水辺から始まるパブリックライフと都市戦略

　- 岩本唯史 氏　建築家、( 株 ) 水辺総研代表取締役
　- 出口敦 氏　UDCK センター長、東京大学教授

2/23 つくば市におけるテクノロジーの社会実装
　- 毛塚幹人 氏　つくば市副市長

3/2 世界と未来を見据えた虎ノ門のエリアマネジメント
　- 中裕樹 氏　森ビル ( 株 ) タウンマネジメント事業部

3/10 持続可能な都市環境づくりと公園マネジメント
　- 三谷繭子 氏　（株）Groove Designs 代表取締役

国際的な学術・教育・文化空間の形成3目標

■ヤングパワームーブメント
さわやかちば県民プラザでは、「若者のまちづくりへの取り組みを
通じた社会参画」を目的に、今年度から新たな取り組みを行ってい
る。テーマをこんぶくろ池公園の活用と定め、11 月 10 日（土）に
市立柏高校や柏の葉高校の生徒が参加し、こんぶくろ池公園のフォ
トコンテストを開催し、12 月 8 日（土）に発表会を実施。優秀作
品のららぽーとで展示も行った。このような形でのプログラムをあ
と二年行う予定である。
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■千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム
現代の社会問題の解決策について、市民と大学が一緒に考えるため
に、千葉大学が 2009 年から展開している公開講座である。今年度は、
10 月～ 11 月にかけて「街中で野菜栽培を楽しもう」、「市民による
公園の桜の保護と育成」の 2 コースを開催した。
▼千葉大学柏の葉カレッジリンク・プログラム 2018
Ａコース 「街中で野菜栽培を楽しもう」　コーディネーター　野田勝二先生

Ｂコース 「市民による公園の桜の保護と育成」　三輪正幸先生

4. 都市環境デザインスタジオ
13 年目の都市環境デザインスタジオはテーマを「ワーク＆ライフ
ハーモニーを実現する都市デザイン」とし、東京大学・千葉大学・
東京理科大学・筑波大学の大学院生 24 名が 6 グループに分かれて
提案を行った。
2019 年 1 月 26 日（土）に開催した最終講評会には、多くの地域
関係者が参加し、活発な意見交換が行われた

5. 国際的教育プログラム
■ X-LAB サマー・プログラム
東京大学の隈研吾教授、出口敦教授、UCLA の阿部仁史教授により
昨年度から 3 か年の予定で実施している「X-LAB サマー・プログラ
ム」（新建築社共催、三井不動産協賛）。2 年目となる今年は「モビ
リティ」をテーマに 7 月末から 15 日間のスタジオを開講。日比谷、
日本橋、柏の葉を対象に陸上のチームと空中のチームに分かれて発
表を行った。
■極東ロシアの未来農業に貢献できる領域横断型人材育成プログラム
千葉大学環境健康フィールド科学センターでは、2017 年度から文
科省「大学の世界展開力強化事業～ロシア、インド等との大学間交
流形成支援～」の採択を受け、ロシアの大学と連携し、人工光型植
物工場、太陽光利用型植物工場の計画、生産から販売までのマネジ
メントに関わるプロフェッショナルな人材育成プログラムを実施し
ている。
■ GPSS-GLI　グローバルフィールド演習 - 柏の葉
東京大学 GPSS-GLI（サスティナビリティ学グローバルリーダー
養成大学院プログラム）による留学生を対象とした演習プログラ
ム。柏の葉スマートシティを対象に、都市のサスティナビリティ
を考えるもので、今年度は「Cultural Identity」と「International 
Education」をテーマに提案・発表が行われた。

6. 街まるごとオープンキャンパス

今後の課題と展望
「地域環境国際化戦略」に基づき、外国人が暮らしやすい環境づ

くりは徐々に進みつつある。しかし、学校・病院・銀行・商業施
設などの生活に必要な施設の英語対応、国籍を問わずに参加し楽
しめる文化・交流の場づくりなど、取り組むべきことはなお多い。
実際にサポート役となる地域住民コミュニティの育成・連携を図
り、実際にまちで暮らす外国人の意見も積極的に取り入れながら、
優先度をつけて取り組みを進める必要がある。2019 年はラグビー
Ｗ杯も一つの契機としながら、国際的なまちの環境づくりを大き
く前に進めることが期待される。
まちの成長にあわせて、子どもたちも成長し、小学生だけでなく、
高校生・大学生が参加ないしは主体的に運営側に係るプログラム
も増えつつある。世代をつなぐ斜めの関係づくりによって、各プ
ログラムより意義のあるものとなるよう、また持続的なものとな
るよう仕向けていくことが重要である。
次年度以降の重点課題
▶ラグビー W カップ NZ 代表事前キャンプを契機とした地域の

外国人サポートコミュニティの育成・支援
▶小学生・中学生・高校生・大学生それぞれの地域への参画機会

の提供と斜めの関係づくり 

▲まちづくりスクール　　　　　　　　▲カレッジリンク・プログラム

▲公開で行われる都市デザインスタジオ最終講評会（2019/1/26） ▲柏の葉小学校での交流イベント（2018/5/31）

▲一般公開の様子
  （千葉県警察　第三機動隊）

7. ラグビー W 杯　NZ 代表事前キャンプ地決定
ラグビーＷ杯のニュージーランド代表の事前キャンプ地として柏市
が決定した。5 月 31 日（木）には KCC にて報道発表会を行い、広
くマスコミで報道された。あわせて市内各所で各種 PR を実施。特
設ホームページも開設した。秋にはテストマッチにあわせ、JR 柏
駅前ダブルデッキでの選手との交流イベント（10/20）、ららぽーと
での PV を実施（11/3）した

柏の葉エリアに立地する施設
の一般公開イベントをまとめ
たパンフレットを作成し、ま
ち全体で情報発信する「街ま
るごとオープンキャンパス」
を今年度も実施した。昨年度
は天候面やイベント面で集客
が少なかったが、今年度はさ
らに連携イベントを拡大し、
20 イベントを掲載。合計来場
者数は約 10 万人を数えた。
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先導的な交通システムの実証実験として実施してきた「マルチ交通
シェアリング」「かしわスマートサイクル」は、事業としての自立
化のむずかしさから終了。EV カーシェアは、カレコカーシェアリ
ングによるラウンド型の通常サービスとして運営しているが、利用
者は伸びている。サイクルシェアリングは、乗り捨て型ではなく、
駐輪場事業者 ( サイカパーキング ) によるレンタサイクルが継続運
営している。
イノベーション・キャンパス地区や東京大学柏キャンパス・柏Ⅱキャ
ンパスなど、駅徒歩圏よりも外側のエリアにおける施設整備の進展
やまちづくりが本格化していることを背景に、エリア内の移動利便
性の強化が課題として顕在化しつつある。地域内循環交通の導入に
向けては、昨年度より東大柏キャンパスに 2017 年 4 月に移転した
生産技術研究所と協力し、自動運転バス導入をプロジェクトの軸に
据えた協議が進められており、2019 年中の実施に向けて、議論を
具体化している。
柏市では 2019 年 2 月に「地域公共交通網形成計画」を策定。柏の
葉キャンパス駅と柏駅（中心市街地）をつなぐ幹線公共交通軸の利
便性・速達性向上に向けた路線再編等がうたわれている。地域住民
からのニーズも高く、引き続き重要な課題となっている。

1. 地区内公共交通の利便性向上に向けた検討
■自動運転バスの導入に向けた検討
西千葉にあった東京大学生産技術研究所の千葉実験所が、2017 年
4 月より柏キャンパス内に機能移転し、その中で ITS 関連研究に代

サスティナブルな移動交通システム4目標

表される大規模な屋外実験フィールドも新たに整備された。ここで
は、自動運転の実用化に向けた先端的研究が進められており、東大
柏キャンパスの一般公開などでは試乗会も開催された。
社会的にも自動運転技術が注目され、各地で実証実験が進むなか、
柏の葉エリアにおいても域内交通手段として早期に自動運転バスの
導入を目指すこととし、2017 年度、東京大学、東武バスイースト、
先進モビリティ、柏市、三井不動産、UDCK からなる検討 WG を立
ち上げ、具体的な協議を開始した。本年度よりパシフィックコンサ
ルタンツが事務局を務める形で、2019 年中の導入を目途に協議を
具体化。GPS 感度調査のための試走と磁気マーカー敷設も含めた対
応策の検討、車両確保・保有や事業費負担等に係る役割分担、運営
実務面での役割り分担や責任区分、東大シャトルに係る運行契約の
方法など、個別協議が進められている。

▲千葉実験場で研究が進められる自動運転バス

▲自動運転バスの実証実験から実装に向けた段階的推進イメージ
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2. 駅周辺バス案内の強化検討
柏の葉キャンパス駅前におけるバス案内がわかりにくいという利用
者の声を受け、昨年度から、柏市、東武バスイースト、UDCK の三
者でワーキングを設置し、改善ポイントを駅改札正面、西口・東口
の総合案内、各バスシェルターの 3 点に定め、改善整備案を検討し
た。昨年度は、西口において総合案内サインの改善並びに、バスシェ
ルターへのサイン設置を行ったが、今年度は柏市による駅改札正面
における公共案内サイン（マップ）の設置（東西バス停案内も表示）、
東武バスバス停案内表示のデジタル＆英語表記化（1 月）など、さ
らなる対応が図られた。

▲東武バスバス停案内表示のデジタル化

今後の課題と展望
「地域公共交通網形成計画」に基づき、柏の葉エリア内の循環交

通の実現、並びに柏の葉と柏駅をつなぐバス路線の利便性・速
達性向上に向けた協議を加速することが今後の課題である。特
に前者に関しては、2019 年度中の自動運転バスの導入をプロジェ
クトの軸に据え、技術レベル（自動運転レベル）の見定め、役
割分担の整理、短期的～継続的な運行体制の確立に係る協議を
進める必要がある。さらに、将来的な循環交通体系のあり方に
ついても同時に議論を進める必要がある。
自転車については、エリア全体の自転車走行空間ネットワーク
の形成に向けた実効性のある計画を策定することが望まれる。
サイクルシェアリングについては民間事業者との協議を進め、
自立性のある事業としての導入を目指す。
従来型の交通モードをベースとしつつ、柏 ITS 推進協議会とも適
宜連携し、柏の葉ならではの先進的な交通システムや情報サー
ビスの導入可能性についても、引き続き議論が必要である。
次年度、モビリティ部会を本格稼働させ、これらの検討・協議
を推進することとする。

次年度以降の重点課題
▶東大シャトルへの自動運転バスの導入
▶自転車利用環境の向上（レーン整備、シェアリングの導入検

討等）

3. 柏 ITS 推進協議会
柏市の「ITS 実証実験モデル都市」選定を受けて、「柏 ITS 推進協議
会」（現会長：須田義大東京大学教授）が 2010 年 2 月に設立され、
2018 年 4 月時点で幹事会員 21 団体、一般会員 24 団体が参画して
いる。4 月 27 日（金）に柏 ITS 推進協議会総会を開催し、以下の
５つの部会において、研究開発・実証実験が継続されている。

▼柏 ITS 推進協議会の５つの部会と活動テーマ

部会 活動テーマ

企画部会
（須田東京大学教授） 全体コンセプト検討

交通情報利活用部会
（大口東京大学教授）

各種交通情報を収集した ITS 地域研究センターの地域施策
への活用

中心市街地活性化部会
（坂井東京大学准教授）

ICT 利活用を通した中心市街地の交通問題解決と活性化対
策の検討

公共交通部会
（坂井東京大学准教授）

利便性向上に向けた公共交通網の再編案の検討と効果検
証

新車両検討部会
（堀東京大学教授）

地域内の移動手段の選択肢拡大に向けた交通モードの導
入検討

今年度は、上述の自動運転バスの導入に向けた検討（企画部会）、
ETC2.0 プローブ情報の可視化や地域交通施策への活用検討（交通
情報利活用部会）、超小型モビリティシステムの検討（新車両検討

部会）等が進められた。
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健康長寿都市づくりの中核施設である、まちの健康研究所「あ・し・
た」は、引き続き会員拡大を図るとともに「あるく・しゃべる（社
会参加）・たべる」に関わる情報提供やイベント・講座等を通して、
参加型健康づくりを推進している。柏の葉キャンパス駅前まちづく
り協議会等が中心となった子育て支援、高齢者向けイベントも継続
されている。

「健康まちづくり部会」では、昨年度策定した「ウォーカブルデザ
インガイドライン」の普及啓発と実装に向けたフォローアップを
行っており、11 月にはウォーキングイベントを開催した。歩行等
を誘発するサイン計画も試行的に導入している。
TX 高架下の商業施設「かけだし横丁」には、ランニングステーショ
ン “Run&Cafe Bunny Burrow” が オ ー プ ン。 各 店 舗 で の ロ カ ボ メ
ニューの導入など、健康をテーマとした横丁づくりが進んでいる。
職住近接型の新たなライフスタイルの発信・プロモーションとして、

「ワーク＆ライフハーモニー」をキーワードとしたプロジェクトも
スタートし、今年度は調査等を実施した。

1. まちの健康研究所「あ・し・た」の運営
最新の健康情報の提供、体の測定、専門的アドバイスが受けられる

「まちの健康研究所あ・し・た」は活動が 5 年目となった。新規登
録者数も毎月 20 名程度で推移しており、累計登録者数は 2,700 名
を超えた。今年度、新たに住友生命が運営に加わり、ブースを設置
した。定番イベントであるポールウォーキング体験教室、おりがみ
さろん、ミニ遠足も継続的に開催し、活況を呈している。

▲まちの健康研究所「あ・し・た」　　おりがみさろん ▲柏の葉ウェルネスウォーキング (2018/11/11)　講義の様子

▲まちの健康研究所「あ・し・た」　ポールウォーキング ▲柏の葉ウェルネスウォーキング (2018/11/11)　ウォーキングの様子

健康を育む柏の葉スタイルの創出5目標

昨年度からは、健康づくりに関する正しい知識や情報の伝え方を学
び、友人や近所の方などに伝える役割を担う「健幸アンバサダー養
成講座」をスマートウェルネスコミュニティ協議会と共催し、あ ･
し ･ たの会員等約 70 名が健幸アンバサダーの認定を受けた。
東京大学久恒研究室が実施する「食による脳老化回避研究」に協力
しており、今年度は約 200 名の会員が被験者として調査に参加した。

2. 高齢者・子育て世代の交流・支援イベント
柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会（まち協）主催の子育て支
援イベント「赤ちゃん・パパママあつまれ！」を、柏市と読み聞
かせボランティアグループの協力を得て 2 回実施した（6/6( 水 )、
3/12（火））。
毎年好評を博している一番街こもれび喫茶主催の「柏の葉キャンパ
ス寄席」が東京大学落語会の協力を得て、11 月 10 日（土）に開催
され、来場者は 100 名を超えた。

3. 柏の葉ウェルネスウォーキングの実施
「ウォーカブルデザインガイドライン」の普及と実装を目的に、

2018 年 11 月 11 日 ( 日 ) に「柏の葉ウェルネスウォーキング」を
実施した（主催 /UDCK、協賛 / 三井不動産・メディカクラウド・花王、
後援 / 柏市・千葉大学予防医学センター）。ポールウォーキングや
ベビーカーウォークなど、多様な世代に対応したコースを設定して
ウォーキングを実施。合わせて路面に仮設サインを設置して、その
効果検証も行った。天候にも恵まれ、小さい子どもから 80 代の方
まで合計 84 名が参加し、好評であった。次年度も継続して実施す
る予定である。
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6. 柏たなか　農あるまちづくり
「農あるまちづくり実行委員会」を中心に、農業体験農園の運営支

援や朝市等のイベント開催などの活動を行っている。
■農業体験農園
3 園 70 区画で農業体験農園の運営を行っている。今年度は 55 区画
が利用されており、次年度もほぼ変わらない見通しである。応募数
を増やすことが課題となっている。
■環境コンビニステーションの移設
柏たなか駅前に近隣公園（セナリオハウスパーク柏たなか）が
2018 年 4 月にオープンした。TX 高架下にあった農あるまちづくり
の拠点「環境コンビニステーション」は、公園管理事務所機能も持
つ施設として当公園内に移設された。
■イベント・サークル活動
昨年度まで柏たなか駅前で行っていた各種イベントを、2018 年度
からは駅前公園に移して実施した。近隣住民の増加を受け、ファミ
リー世帯を中心に、いずれも多くの集客を得て好評であった。

・7/7（土）朝市＠駅前公園　雨天のためカスミで開催
・7/22（日）夕涼み会＠環境コンビニ　ファミリー層を中心に 800

名程度が来場
・10/28（日）子ども収穫体験＠駅前公園　雨天で急遽一日延期し

たが、30 家族 100 名以降が参加
・11/24（土）収穫祭＠駅前公園　1000 名弱の約 950 名が参加

4. ＴＸ柏の葉キャンパス駅　階段利用促進サイン
ウォーカブルデザインの具現化に向けた取り組みの一環として、階
段利用誘導サインを柏の葉キャンパス駅に設置することについて、
UDCK より首都圏新都市鉄道㈱に提案。秋葉原駅で先行的に導入し
ていたこともあり、実施を合意し、サインデザイン等の協議を行っ
た。健康づくり推進というテーマは外さずに、柏の葉にまつわる知
識を得られる階段「柏の葉の達人クイズ」が 2019 年上半期に設置
される見通しである。今後効果検証等を行う予定である。

5. かけだし横丁
ランニングステーションとロカボメニュー

高架下にできた「かけだし横丁」の最初の施設として “Run&Cafe 
Bunny Burrow” が 7 月 20 日（金）オープン。ロッカーやシャワー
の利用・貸出しのほか、ランニングイベントも企画・実施している。

「かけだし横丁」全体としても、健康にも配慮した屋台をコンセプ
トに、ロカボ（低糖質）メニューを各店舗から募集。北里大学の山
田先生の承認のもと、12 月 12 日（水）より、該当メニューにロカ
ボシールを添付。あ・し・たと連携してロカボの趣旨（摂取糖質量
の適正化）などを伝えることも検討中である。

▲高架下に開設されたランニングステーション ”Bunny Burrow”

▲柏たなか駅前公園内の実験農園

今後の課題と展望
ウォーキングイベントの継続等を通じて、「ウォーカブルデザイ
ンガイドライン」に基づく空間デザインを実装していくことが、
次年度の重点課題である。
高架下飲食店街「かけだし横丁」では、ロカボメニューの取り組
みが始まっているが、地域の飲食店や農家とも連携しながら、ま
た、千葉大学をはじめとする専門家とも連携し、健康につながる

「食」をテーマにした地域ぐるみのプロジェクトへと展開してい
くことが望まれる。

「あ・し・た」も設立から 5 年を経過し、次の展開が期待されている。
Society5.0 の実現に向けた取り組みの一環として、個人の暮らし
に係る情報と健康に関わる情報を集約的に管理し、サポートする
システムの構築に向け、検討を進める。

「ワーク＆ライフハーモニー」の具現化に向け、まずは主婦層に
ターゲットをしぼり、地域の人材を地域で雇用するマッチング
サービスの導入を図る。

次年度以降の重点課題
▶「ウォーカブルデザインガイドライン」に基づく空間デザイ

ンの実装
▶健康な「食」をテーマとした地域ぐるみの活動展開
▶ ICT を活用した健康づくりサポートシステムの構築
▶主婦層を対象としたジョブマッチングサービス導入

7. ワーク＆ライフハーモニーの実現に向けて
暮らしの豊かさを、時間の量の問題ではなく質の問題をとらえ、暮
らしながら働ける新たなライフスタイルの提案と、これを支える
仕組みづくりに向けたプロジェクトを、今年度からスタートした。
まずは人材マッチングプラットフォームの構築を視野に、今年 6
月に柏の葉キャンパス駅周辺の住民を対象に、仕事や働き方のニー
ズに関するネットアンケートを実施（回答数 388）。子育てが一段
落した 40 代～ 50 代女性を中心にプラットフォームニーズが高い
こと等が確認された。既存のクラウドサービスの活用や、人材派遣
会社と連携した早期のサポートの導入に向けて検討を進めている。
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民間負担によって高質化された二つの公共空間「柏の葉キャンパス
駅西口」と「柏の葉アクアテラス」の管理運営を、地域団体と連携
しながら UDCK が行っている。アクアテラスではイベント並びに
撮影での利用も徐々に増えている。7 月に開催された夏祭りでは、
アクアテラスと T-SITE との間の道路を通行止めし、一体的な賑わ
い創出を行った。また、市民有志によるイベント「アクアテラス・
フェス」も初めて開催された。
これら施設における柏市と UDCK の維持管理協定の更新を控え、
維持管理の効率化や積極的な活用推進を図るため、2019 年 1 月に

「一般社団法人 UDCK タウンマネジメント」を設立。2019 年 4 月
以降、管理運営に係る事業を引き継ぐこととなる。
住民や市民団体との連携は引き続き重要なテーマであり、UDCK で
定例的に開催しているプロジェクト連携会議や K サロンなどの機
会を通じて、情報共有や交流を行っている。
エリアの人口増を受け、広域的な自治組織である「田中地域ふるさ
と協議会」のエリア区分の見直しが柏市により進められ、方針が定
められた。

1. 柏の葉キャンパス駅西口・アクアテラスの管理活用
西口駅・ららぽーとからアクアテラス・柏の葉 T-SITE などとも連
携した街全体での賑わいづくりを目指した。
■柏の葉キャンパス駅西口
柏の葉キャンパス駅西口線を会場とした UDCK 主催イベントとし
て、7 月 21 日（土）の柏の葉 SummerFes、11 月 3 日（祝）のと
れたてフェスタを開催。11 月 3 日にはピノキオプロジェクトに参
加した子どもたちによるイルミネーションの点灯式を実施した。
■アクアテラス
柏の葉 T-SITE 主催の夏祭りの日程（7/20-7/22）にあわせ、駅前で
例年行われている柏の葉 SummerFes を 7 月 21 日（土）に実施し、「ま
ち全体のお祭り」という形をとった。今年度は北側道路の通行止め
を始めて実現し、キッチンカーや屋台が並び、一体的な賑わいを創
出した。駅前の柏の葉 SummerFes と柏の葉 T-SITE 夏祭りはどちら
も昨年より来場者数が増え、相乗効果が見られ、成功裡に終わった。
10 月 28 日（日）には、まちづくりスクールの卒業生が中心となっ
た市民発意のイベント、「アクアテラス・フェス」を初開催。関連
企業や地域団体の協力もあって、様々な体験イベントがアクアテラ
スを中心に行われた。

2. グリーンマネジメント
「かし＊はな」は活動 10 年目となり、駅前まちづくり協議会との

連携による活動継続に向けて協議を行った。
柏市コミュニティ植物医師の会の卒業生が結成したグループ「花山
会」は、駅前まちづくり協議会の事業として TX 高架沿い花壇の管
理を実施している。

3. 柏の葉キャンパス駅前まちづくり協議会
4 つの部会での活動を継続している。特に「交流」に関しては、住
民団体等からの協賛応募も増え、まち協として意見交換をしながら
協賛・支援を行った。活動をより発展させるため、2018 年 6 月 30
日（土）に役員 OB による意見交換会を開催し、OB メンバーの組
織化等に向けて動くことになった。
■防災に係る活動
防災安全部会が中心となって恒例となった年 2 回の防災交流イベ
ントを実施。春は一番街、秋は二番街それぞれの祭りにおいて、炊
き出しを行った。定期的に会議を行い、メンバー間の連絡体制の強
化や、備蓄倉庫のチェック等を行った。今年度は三年ぶりに、9 月
15 日（土）に駅周辺の防災施設見学ツアーを実施。募集開始数日
で 60 名の定員を超える 80 名近い申し込みがあった。
■環境美化に係る活動
第一・第三木曜日と最終土曜日の駅前清掃を継続。12 月には年末
の大掃除を行い約 30 名の参加者を得た。
■健康福祉に係る活動
恒例の「赤ちゃん・パパママあつまれ！｣ を 2 回開催したほか、シ
ニア交流会を開催した。また、「柏の葉キャンパス寄席」（主催：一
番街こもれび喫茶）に協賛した。
■交流に係る活動
地域団体が主体となった交流イベントをまち協が支援する形を基本
スタンスに据え、昨年度よりも多い 6 件の企画に協賛を行った。こ
うした中から、“ グリーンアクシスシネマ ” （8/25）や “ アクアテラ
ス・フェス ” （10/28）など、地元有志による新たなイベントも生ま
れている。

▲アクアテラス・フェス（2018/10/28）

▲かしはなの活動の様子／高架沿いの花壇の様子

▲まち協活動　防災施設見学ツアー（2018/9/15）

公・民・学連携によるエリアマネジメントの実施6目標
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また、毎月第二水曜の夜には、まちづくりスクール受講生有志によ
る住民同士が気軽にまちについて語り合えるバーが開催されるよう
になり、より一層の住民間交流が進められている。

4. コミュニティエリアの再編
北部地域の人口増加に伴う田中コミュニティエリアの再編検討に、
本年度着手された。6 月から 9 月まで三回の地域会議を経て、まず
は比較的新しいコミュニティである柏の葉キャンパス駅周辺と柏の
葉一～三丁目で新エリアをつくり、猶予期間として 5 年程度をか
けて 16 号より南を一体のエリアとする方針を決定。コミュニティ
エリアの再編を足掛かりとして、次年度以降、新たなふるさと協議
会の設立、近隣センターの整備へと検討が進められる予定である

5. コミュニティ活動の連携・柏の葉ナビの改修
■柏の葉カレッジリンク・ネットワーク
千葉大学カレッジリンク・プログラムの卒業生が中心となり、市
民主体で自主的な活動をおこなっている。ふれあい歌声サロン

（7/30,2/17）やハートフルコンサート（9/8,3/23）などの音楽イベ
ントや、暮らしを楽しむ「アイデア勉強会」を開催した（4/29）。

▲ふれあい歌声サロン（2018/7/30）

▲Ｋサロン（2018/10/31）

▲ KSEL 部分日食観望会（2019/1/6）

6. タウンマネジメント法人の設立
公共空間の維持管理をはじめとするまちの運営について、より地域
に密着した持続的な枠組みをつくるために、2019 年 1 月に新たに

「一般社団法人 UDCK タウンマネジメント（一社 UDCKTM）」を設
立した。一社 UDCKTM の代表理事には三井不動産柏の葉街づくり
推進部長が就任、他の理事・監事は当面は既存の一社 UDCK の理
事が担うことで、運営の一体性を確保することとした。
2019 年 4 月より一社 UDCKTM に柏の葉キャンパス駅西口やアクア
テラスの管理運営を移行すべく、都市再生推進法人の指定、都市再
生整備計画への記載、柏市等との各種協定や許可関係の更新手続き
が進められた。

今後の課題と展望
今年度示されたコミュニティエリアの再編方針に基づき、今後「ふ
るさと協議会」の新設が進められることになる。また、次年度よ
り、公共空間の管理運営を新法人「一般社団法人 UDCK タウン
マネジメント」が担うことになり、より積極的な公共空間の利活
用を図ることも期待される。これらを背景に、キャンパス駅周辺
における自治の基礎的枠組みである駅前まちづくり協議会におい
ても、その役割を改めて考えながら、将来にわたって持続可能な
地域自治の枠組みを創り上げていく必要がある。
従来型のふるさと協議会の枠にとらわれず、個々の市民活動やコ
ミュニティ活動、企業等との連携、データの活用なども視野にい
れた、新たなエリアマネジメントのあり方について、様々な可能
性を考え、議論を深めていくうえで、次年度は重要な時期となる。

次年度以降の重点課題
▶ふるさと協議会の新設、まちづくり協議会の再編を視野に入れ

たエリア自治枠組みの検討調整
▶一般社団法人 UDCK タウンマネジメントによる西口駅前及び

アクアテラスの管理運営

■まちの交流会Ｋサロン
K サロンは、住民同士の交流やまちの話題を広く知ってもらうため
に毎月最終水曜の夜に開催しているまちの交流の場である。プロ
ジェクトの活動報告や実証実験やイベントに係るアイデア出しな
ど、その時々のテーマを定めて開催された。

■まちのクラブ活動 
NPO 支援センターちばが担ってきたまちのクラブ活動事務局は、
昨年度をもって機能を終えているが、サッカークラブ、アートク
ラブ、飛行機パイロットキッズ英会話クラブ、ビーチボールクラ
ブなど、個々のクラブ単位で活発に活動を行っている。
■柏の葉サイエンスエデュケーションラボ　ＫＳＥＬ
昨年度、柏駅近くの空きアパートに「手作り科学館 ”Exedra”」をオー
プン。拠点での活動ほのか、市内や市外での出張講座等も含めて
活動を広く展開している。柏の葉キャンパス駅前では、2018 年 9
月 2 日にアストロトーク＆天体観望会、2019 年 1 月 6 日の部分日
食観望会を実施。望遠鏡が並び、通りがかりの人々を惹きつけた。

■柏の葉ナビの改修
まちのイベント等の情報発信サイトとして、2010 年度につくられ
た柏の葉ナビの改修を行った。スマホ対応、情報更新のしやすいシ
ステムの導入、古い情報の削除・整理などを実施し、2019 年 3 月
に新サイトとしてオープンした。
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目標別活動報告

柏の葉キャンパスエリアでは、空間デザイン部会並びに中核地区戦
略部会において、公共空間の高質化協議が進められてきている。今
年度は、アクアテラスの高架橋脚の修景、七号街区公園の設計、駅
前公共サイン更新等についての協議を行った。駅北側のイノベー
ション・キャンパス地区では、まちづくりビジョンを充実化。都市
軸道路と国道 16 号の交差点部分におけるシンボルサインコンペを
実施し、公開審査会を開催した。また、駅前街区の完成をきっかけ
に、今までの柏の葉のアーバンデザインを振り返りつつ、今後を展
望する「アーバンデザインフォーラム」を開催した。
柏たなかエリアでは、柏北部東地区まちづくり推進協議会において、
公共空間整備や土地利用等についての協議が進められている。今年
度はセナリオハウスパーク柏たなかのオープンを受け、イベント等
による利活用やまちのプロモーションについて協議を行った。

▲七号街区公園（柏の葉こかげ公園）の計画図

▲柏の葉キャンパス駅前のマップサインの盤面

▲高架下商業施設の完成予想パース

▲高架下商業施設「かけだし横丁」

1. かけだし横丁
柏の葉キャンパス駅とイノベーション・キャンパス地区をつなぐ高
架沿いの道を、まちの賑わいをつなぐ歩行者動線（リンク）と位置
づけ、店主との交流のある屋台をモチーフとした小型飲食店街（全
19 区画）の計画・整備が、昨年度から進められてきた。2018 年 5
月に竣工。名称は「かけだし横丁」となり、7 月より順次店舗開業
している。首都圏新都市鉄道が建築する商業施設を三井不動産が借
り受け運営する形をとっており、一般公募や近隣地域の飲食店への
呼びかけなどにより店舗を誘致している。2019 年 3 月時点で、全
19 区画中 16 区画で営業が開始されている。

質の高い都市空間のデザイン7目標

3. ＵＤＣＫによる柏の葉エリアの景観協議
2016 年度から、UDCK が景観整備機構として、景観重点地区の建
築の事前協議や屋外広告物協議を担っているが、今年度は UDCK
として計 22 件の景観協議を行った。種別では、屋外広告物 13 件、
建築物計 9 件という内訳である。区域の内訳はキャンパス駅周辺
計 17 件、2 号調整池周辺計 4 件、その他 1 件であった。柏市によ
る柏の葉エリアの景観協議は計 4 件であり、8 割程度の事前協議を
UDCK が受けたことになる。

4. 公共施設のデザイン協議
■七号街区公園
2018 年度に実施設計及び整備、19 年度に開園予定というスケ
ジュールの中、空間デザイン部会では公園内の野間土手の扱いにつ
いて議論を進めた。野間土手は保存対象とせず、柵などは設けずに
公園の一部として活かす方針となった。また、公園名称については、
近接する柏の葉小学校の 4 年生・5 年生から募集し、審議の結果「柏
の葉こかげ公園」となった。

2. アクアテラス追加工事
2016 年 11 月にオープンしたアクアテラスは、昨年度、安全管理
や利用促進のための追加工事（パラソルの設置、低水路部管理通路
のショットブラスト工、絞り水対策等）を実施し 2018 年 4 月にリ
ニューアルした。一方で、アクアテラス内の TX 橋脚の修景について、
当初より検討が進められており、中核地区戦略部会において、三井
不動産の負担によって、壁面緑化技術を生かした緑化修景を行うこ
とを決定した。2019 年 1 月より当工事に着手しており、3 月末に
竣工した。今後、数年かけて緑を育成する。

■駅前公共サイン
過年度に作成した「公共サイン整備方針」に従い、必要性の高いと
ころから公共サインの整備が進められている。今年度は、柏の葉キャ
ンパス駅前並びに柏たなか駅前の中拠点サイン（マップサイン）の
整備（柏たなか駅は盤面更新）を行った。

5. イノベーションキャンパス地区
■まちづくりビジョンの強化
柏の葉キャンパス駅北側の重点エリア「イノベーション・キャンパ
ス地区」において、デザイン協議を有効に進めるために、モデルプ
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ランの検討が行われた。その考え方をデザインコードとして定め、
中核地区戦略部会での協議を経て、既定の「まちづくりビジョン」
に盛り込んだ。今後、UDCK における事前協議の際、これらの内容
に従った協議が行われることになる。また、モデルプランの 1/500
模型を製作し、UDCK ラウンジに設置した。
■シンボルサインコンペ
イノベーション・キャンパス地区では、複数の開発計画が具体化し
つつある。その中でも、都市軸道路と国道 16 号の交差点、広域幹
線道路による街の入り口にあたるイノベーション・キャンパス地区
の北角に、街のシンボルサインを計画。今まで当地区に関わりのあ
る 3 つの設計事務所（JMA、ZGF、日建設計）に対する指名コンペ
を実施した。2019 年 1 月 27 日（日）に公開審査会を実施し、ZGF
の案を特定。2019 年中の完成を目指し、基本設計を開始した。

7. 柏たなか駅周辺のまちづくり
「柏たなか駅周辺地区整備方針」に基づき、柏北部東地区まちづく

り検討協議会において、各種協議が進められている。
昨年度デザイン検討を行った川端調整池は基本設計が進められ、次
年度実施設計、その翌年度着工予定である。柏たなか駅前の二号近
隣公園は、ネーミングライツによって「セナリオハウスパーク柏た
なか」という名称となった。まちづくり検討協議会では、公園のオー
プンを受け、イベント等による利活用やまちのプロモーションにつ
いて中心的に協議を行った。

今後の課題と展望
事業の進捗並びに個々の建築活動にあわせて、次年度以降も引き
続き公共空間の高質化協議や景観協議を行っていく必要がある。
柏の葉キャンパスエリアでは、イノベーション・キャンパス地区
において建築活動が活発化するなか、今年度内容を充実・詳細化
した「まちづくりビジョン」に基づき、当初理念に沿った開発を
面的に誘導していくことが重要である。コンペで選定したシンボ
ルサインの整備とともに、公民が連携した街路空間の高質化・魅
力化とその運営、電線類の地中化についても、具体的な協議を進
める必要がある。
学園の道をはじめ、地域内を連携する歩行者ネットワークの形成
に向けた協議の本格化も期待される。
柏たなかエリアでは、今年度オープンした駅前公園につづき、利
根川に面した一号近隣公園が 4 月にオープンする。川端調整池
の修景整備の実施設計も進められる予定である。駅周辺の歩行者
空間ネットワークや公園を活用したイベントや、これらの管理運
営について、議論と実践を進める。

次年度以降の重点課題
▶イノベーション・キャンパス地区における公共空間高質化検討

と建築協議
▶学園の道に係る協議の推進
▶柏たなか駅周辺の公共施設を連携するデザインとマネジメント

の検討

▲シンボルサインコンペ　最優秀案（ZGF）

▲柏北部東地区　セナリオハウスパーク柏たなか

▲アーバンデザインフォーラムの様子 (2019/1/27)

6. 柏の葉アーバンデザインフォーラム
2018 年 2 月にゲートタワー西棟が完成し、グリーンアクシスが開
通しているが、これをもって 2005 年頃から始められた柏の葉のアー
バンデザインの端緒となる柏の葉キャンパス駅前のプロジェクトが
一つの完成を見た。これを機に、今までの柏の葉のアーバンデザイ
ンを振り返りつつ、今後を展望する「アーバンデザインフォーラム」
を 2019 年 1 月 27 日（日）に開催した。上述のシンボルサインコ
ンペの公開審査会ののち、大野秀敏東大名誉教授を招いての基調講
演「先頭集団を走りぬくために」、並びに専門家・有識者によるパ
ネルディスカッションを行い、これからの柏の葉のアーバンデザイ
ンに向け、「都市農業」「小さい交通」「地域住民の巻き込み」など
のキーワードが出された。100 名近い来場者を得た。
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柏の葉では、まちづくりの中で先導的あるいは実験的なプロジェク
トを進んで受け入れ、イノベーションを生み出すフィールドとなる
ことを目指している。今までもまちをフィールドに、エネルギー分
野・交通分野・健康分野等において、様々な実証実験を行ってきた。
千葉大学柏の葉キャンパスでは、環境健康フィールド科学センター
における植物工場普及拡大プロジェクトや薬用機能性植物の国産化
プロジェクト、予防医学センターによるケミレスタウンプロジェク
トなどが継続されている。
産業技術総合研究所の新たな研究拠点「柏センター」の 2019 年春
の本格稼働を見据え、昨年度より、IoT ハッカソンの開催など、新
たな実証プロジェクトの仕掛けに取り組んできた。今年度は 6 月に

「柏の葉 IoT ビジネス共創ラボ」を設立。2019 年 2 月にはこれも包
摂する形で実証プラットフォーム「イノベーションフィールド柏の
葉」を設立し、公共空間のセンシングなどいくつかのプロジェクト
をスタートしている。
産総研では、柏の葉３D マップ環境の構築や高精度マーカによる測
位環境の構築のための実証プロジェクトが進行中。また社会実装学
をテーマにした人材育成プログラム「産総研デザインスクール」が
始まった。
環境未来都市の後継となる「SDGs 未来都市」への応募については、
引き続き柏市において検討が行われている。一方で、新たに国土交
通省がスマートシティのモデル事業を創設し、今年度先行してニー
ズ / シーズ提案募集が行われた。柏の葉（柏市）としても、モデル
事業応募に向けて検討を開始している。
公・民・学連携によるまちづくり機関「UDC」はネットワーク加盟
団体が 19 となっている。6 月には柏の葉において「アーバニスト
養成講座」を初開催。10 月には愛媛県松山市において第 6 回 UDC
会議が開催された。

1.「イノベーションフィールド柏の葉」の始動
柏市、三井不動産、UDCK が中心となり、社会課題の解決や新産業
創造を目指す「公・民・学」連携による実証プラットフォームとし
て、「イノベーションフィールド柏の葉」を 2019 年 2 月 19 日（火）
に始動した。
民間企業等の新たな製品・サービスの社会実装段階における実証プ
ロジェクトを通年で募集し、実証フィールドを必要とするプロジェ
クトを受け入れるための基盤となるもので、採用プロジェクトに対

しては、実証フィールドの提供者や行政、協業企業等、関係者との
コーディネーションや技術相談、メンタリング等の総合的な支援を
行うことを予定している。

「産業技術総合研究所柏センター」「国立がん研究センター東病院」
との連携を視野に、「AI･IoT」と「ライフサイエンス・メディカル」
の 2 分野にフォーカスを絞り、対象とする実証プロジェクトを募集
する。

2. 産業技術総合研究所との連携
人間拡張 “ ヒューマンオーギュメンテーション ” をテーマとした
産総研柏センターが 10 月 1 日（月）に組織設立。施設としても
2019 年 3 月 27 日（水）には開所式が行われ、いよいよ本格稼働する。
これに先立ち、今年度は、シンポジウム、デザインスクール、実証
プロジェクト等が開始している。
■オープンデータプラットフォーム構築の検討
UDCK、産総研、および三井不動産で、オープンデータプラット
フォーム構築に関するディスカッションを定期的に開催しており、
今年度下期からは、国立がん研究センター東病院、日立製作所等も
参加している。
先行して、柏の葉の主要道路・歩道、KOIL 周辺において、自律走
行などへの応用支援を目的とした柏の葉の街の 3D データ構築や、
GPS を用いずカメラだけで高精度なグローバル測位が可能なシステ
ムのプロトタイプの構築に関するプロジェクトが進行している。
■産総研デザインスクール
産総研柏センターでは、社会実装学をテーマにした人材育成プログ
ラム「産総研デザインスクール」を初開校した。コペンハーゲンの
ディレクター育成プログラム「カオスパイロット」をモデルとした
社会人向けの教育プログラムである。今年度は夏からの半年間プロ
グラムとして試行実施され、地域での実証を行う後半のフェーズ
では UDCK がコーディネーターを務めた。3 月 23・24 日（土日）
には「街が研究者と出会ったら？展」として、David Sim（Gehl 
Architects）を迎えたトークセッション、ワークショップ、並びに
成果発表会が行われた。

3. 国土交通省スマートシティ / SDGs 未来都市
■国土交通省スマートシティ
IoT、ロボット、AI、ビッグデータといった新たな技術と官民デー
タをまちづくりに取り込むことにより、都市の抱える課題を解決す
るスマートシティの実現に向け、国土交通省では 2019 年度にスマー
トシティ・モデルプロジェクトの選定を予定している。これに先立

イノベーションフィールド都市8目標

▲産総研デザイスクール　成果発表会（2019/3/24）　

▲イノベーションフィールド柏の葉　ウェブサイト（2/19 開設）
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ち、2018 年 12 月に行われたスマートシティ実現に向けたニーズ /
技術の提案募集に対して、柏市からニーズ提案、UDCK 及び三井不
動産から技術提案を提出した。
柏の葉地区では、これまでも環境未来都市に通じたスマートシティ
を推進しており、スマートシティ・モデルプロジェクトの認定に向
け、公・民・学が連携して取り組む。
■ SDGs 未来都市
SDGs については、柏市、UDCK ともに推進していくこととしてい
る。一方、内閣府が 2017 年度から開始した SDGs 未来都市・SDGs
モデル事業への応募については、柏市にて、柏市第五次総合計画推
進を目的とした提案を検討しており、2019 年度に方向性を決定す
ることとしている。

4. スマートシティツアー
2014 年からスマートシティツアーを継続開催しており、UDCK の
個別視察とあわせて、2018 年度は 397 件、4,389 名の視察者があっ
た。海外からの視察者の増加に伴い、ツアーについては 2016 年 12
月からは英語案内対応も行っている。
昨年度に引き続き、東大の新入生向けのガイダンスツアーを 4 月
に 2 回行い、63 名の学生・教員が参加した。

5. まちの情報発信
柏の葉・柏たなかエリアを他地域に情報発信する取り組みの一環と
して、今年度、京急バスの羽田空港線の車両のラッピング広告を柏
市の事業として行うことを決定。両エリアの写真を取り入れたデザ
インを制作。2019 年 4 月より一年間運行される予定である。

全国の UDC 関係者が集う第 6 回 UDC 会議は、今年度は松山で開
催された。10 月 5 日（金）の午後は全国まちなか広場研究会との
合同シンポジウムとし、翌 10 月 6 日（土）に実務者会議を実施した。

今後の課題と展望
今年度設立した「イノベーションフィールド柏の葉」のプラット
フォームをベースに、実証実験の受け入れ・支援を進め、柏の葉
のまち全体が AI・IoT 分野 / ライフサイエンス・メディカル分野
に関する先端的取り組みのテストベッドとなっていくことが重要
である。
また、Society5.0 の実現に向けて、改めて柏の葉ならではのスマー
トシティのコンセプトと戦略を創り上げ、先導的なプロジェクト
をしかけていくことが望まれる。そのベースとなる、データ連携
プラットフォームの構築、公共データのオープンデータ化なども
進める必要がある。
国レベルでも多様な形で先進技術を導入したまちづくりのモデル
事業が動きつつある。これらの動きも捉えながら、公・民・学が
一体となって、また新たなプレイヤーの参画も促し体制を一層強
化していく。

次年度以降の重点課題
▶ AI・IoT 分野でのデータ利活用における連携支援体制の構築
▶柏の葉のスマートシティのコンセプトとプロジェクト群の整

理、並びに戦略的推進

▲ラッピングバスのデザイン

▲第 6 回 UDC 会議＠松山（2018/10/5）

▲ UDC 全国ネットワーク（2019 年 3 月末現在　19 か所）

6. ＵＤＣネットワークの拡大 / 第６回ＵＤＣ会議＠松山
北 陸 初 の ア ー バ ン デ ザ イ ン セ ン タ ー UDCS（ 福 井 県 坂 井 市 
2018/4）、横浜市の郊外エリアで活動している UDCID（横浜市井
土ヶ谷 2018/5）、神戸大学が主導して設立された UDC078（神戸市 
2018/8）の 3 つの組織がネットワークに加盟したことにより、全
国の UDC は 19 か所となった。支援組織である（一社）UDC イニ
シアチブには全国よりセンター設立の相談が寄せられており、設
立に向けて具体的な準備が進む地区も複数ある。
今年度、UDC で働くディレクターの発掘・育成を目的に 2018 年 6
月 23・24 日（土日）に柏の葉で「アーバニスト養成プログラム」
を初開催。22 名が参加した。
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